
 

    
 

 
Joint Statement: USJBC and JUBC endorse Japan as the best location of permanent 

secretariat for the International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) 
 

April 6, 2015 
 
The U.S.-Japan Business Council (USJBC) and Japan-U.S. Business Council (JUBC; collectively 
“the Councils”) support Japan’s bid to host a permanent secretariat for the International Forum of 
Independent Audit Regulators (IFIAR).  
 
The Councils attest that Tokyo’s comfortable work and living environment, unparalleled hospitality 
and conference facilities, and convenient international and domestic transportation access would 
make it an excellent location for IFIAR to further its mission of improving audit quality on a global 
basis.  Tokyo is the nerve center of Japan’s economy, with government ministries located within 
walking distance of the major financial district.  
 
The Councils support IFIAR’s important role in strengthening the rules-based economic governance 
framework for pursuing the sustainable and balanced expansion of the global economy.  Choosing 
Tokyo, one of the world’s largest financial centers, would help enable IFIAR to expand that role in 
the Asia-Pacific, the world’s fastest-growing region.  Japan’s candidacy, led by the Financial 
Services Agency and the Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board, has the strong 
support of the Japanese government.  
 
The Councils wish to add our voices to a growing consensus among the international business 
community in support of bringing IFIAR to Tokyo that includes the International Bankers Association 
of Japan, the American Chamber of Commerce in Japan, and others and stand ready to work with 
the various stakeholders to bring IFIAR to Tokyo. 
 

 
 

An affiliate of the U.S. Chamber of Commerce, the U.S.-Japan Business Council (USJBC) is a 
Washington, D.C.-based business association whose mission is to support U.S. business interests 
in Japan and promote stronger economic ties between the United States and Japan.  USJBC 
member companies collectively account for a substantial share of overall U.S. economic activity with 
Japan, and place high priorities on doing business in Japan and helping forge the most cooperative 
and mutually beneficial economic relationship possible between the two countries.  

 
The Japan-U.S. Business Council (JUBC) jointly works with the USJBC to identify common business 
interests, promote bilateral business cooperation, foster mutual understanding, enhance the U.S.-
Japan business relationship, and contribute to the process of resolving bilateral economic and trade 
issues.   
 
The Councils together seek ways to improve the current policies and practices of the public and 
private sectors of both the United States and Japan.  
  



 

 
 

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）の恒久的事務局の東京誘致に関する共同声明 

日米経済協議会 / 米日経済協議会 

 

2015年 4月 6日 

 
 

日米経済協議会および米日経済協議会（以下、両協議会）は、日本が、監査監督機関国際フォーラ

ム（IFIAR）の恒久的事務局を誘致することを支持する。 

 

両協議会は、快適な職場・住環境、比類なきホスピタリティーと会議施設ならびに国際・国内交通

アクセスの利便性から、東京が IFIARにとって監査の質をグローバルベースでさらに改善するとい

う使命を果たすために、最適の場所であると考える。 

 

両協議会は、グローバル経済の持続的でバランスの取れた拡大に資する、ルールに基づく経済統治

のフレームワークを強化するという IFIARの重要な役割を支持する。世界最大の金融センターのひ

とつである東京を選ぶことは、IFIARのそうした役割を、世界で最も急速に成長しているアジア太

平洋地域において拡大することに資するものである。金融庁および公認会計士・監査審査会の主導

による日本の立候補は、日本国政府の強い支持を受けている。 

 

国際銀行協会、全米商工会議所等の IFIAR事務局の日本誘致を支援する国際的なビジネス・コミュ

ニティーの中で形成されつつあるコンセンサスに、両協議会も我々の声を加え、IFIARの東京招致

を働きかける様々な関係者と協力する所存である。 

 
 
 
 
 
 
 

米日経済協議会（USJBC）は、全米商工会議所の関連団体であり、ワシントン D.C.に所在する経

済団体であり、日本に関心を持つ米国企業をサポートし、日米間の経済連携を強化することを目的

としています。米日経済協議会（USJBC）の会員企業は、日本と経済活動を有し、日本におけるビ

ジネスに高い優先順位を持つ米国の全産業の大部分をカバーしており、両国間において最も協力的

で互恵的な経済関係を構築するために努力しています。 

 

日米経済協議会（JUBC）は、米日経済協議会（USJBC）と共同して、日米共通の経済的利益を明

確にし、二国間ビジネス協力を促進し、相互理解を深め、日米のビジネス関係を強化し、二国間の

経済および通商問題を解決するプロセスに貢献しています。 

 

両協議会は、日米両国における公的および民間部門の現在の政策とその実行を改善する方策を共同

して探求します。 


